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公益社団法人日本オリエンテーリング協会 

 

【日本代表選手決定】 世界スキーオリエンテーリング選手権大会2022（フィンランド・ケミ） 

 

2022世界スキーオリエンテーリング選手権大会（フィンランド・ケミ）に出場する日本代表選手団が決定しましたので報

告します。同じフィンランド・ケミで同時開催される2022ジュニア世界スキーオリエンテーリング選手権大会に参加する日

本代表選手も報告します。 

 

世界選手権選手女子（1名） 

佐野 響（筑波大学） 

世界選手権選手男子（3名） 

石原 湧樹（アークコミュニケーションズスキーチーム） 

清水 嘉人（北海道大学） 

青木 雅実（大阪大学） 

ジュニア世界選手権選手男子（1名） 

寺嶋 謙一郎（豊島学院高校） 

選手団役員（2名） 

寺嶋 貴美江（ES関東クラブ） 

寺嶋 一樹（ES関東クラブ） 

 

大会詳細と代表選手プロフィールは別紙をご参照ください。 

 

■オリエンテーリングとは 

地図上に記載されたコントロールを順番通りに通過するタイムトライアルレースです。自然の中を駆け抜ける力はもちろん

のこと、どのような経路を取るのか、そのナビゲーション能力も要求されます。日本では、大学生に競技人口が多いのが特

⾧です。 

オリエンテーリングには４つの競技がありますが、冬の競技であるスキーオリエンテーリングは2019年から冬季ユニバーシア

ード大会で正式種目に取り入れられるなど、近年、若者に対して最も力を入れている競技です。 

追加施設を必要としないため、環境に優しく、財政的なメリットがある点、自然の中で地図という情報源を駆使して進路

を決めるチャレンジが若者へ有益である点などをアピールしながら、冬季オリンピック大会でのスキーオリエンテーリング競技

の採用を目指しています。 

スキーオリエンテーリング動画 https://www.youtube.com/watch?v=hqh6XAg5Wxc 

 

【お問い合わせ先】 

公益社団法人日本オリエンテーリング協会 http://www.orienteering.or.jp 

電話:03-5843-1907 小野賢二（事務局⾧） e-mail: joa@orienteering.or.jp 

 



別紙 【日本代表選手決定】 

世界スキーオリエンテーリング選手権大会2022 / ジュニア世界スキーオリエンテーリング選手権大会2022 

 

大会詳細（世界選手権） 
大会名 :世界スキーオリエンテーリング選手権大会2022 

（World Ski Orienteering Championships 2022） 

主催 :国際オリエンテーリング連盟（International Orienteering Federation） 

期間 :2022年3月15日-3月19日 

場所: :フィンランド・ケミ 

参加国 :13 （オーストリア、エストニア、フィンランド、ドイツ、イタリア、日本、カザフスタン、ラトビア、リトアニア、ノルウェー、ルーマニア 

スウェーデン、スイス） 

大会ホームページ :https://wsoc2022.com/ 

 

日程と種目（世界選手権） 

3 月 15 日（火） 開会式、スプリント（男子・女子）（個人戦） 

3 月 16 日（水） パシュート（男子・女子）（個人戦） 

3 月 18 日（金） ミドル（男子・女子）（個人戦） 

3 月 19 日（土） スプリントリレー（男女混合団体戦）、閉会式 

 

 

大会詳細（ジュニア世界選手権） 
大会名 :ジュニア世界スキーオリエンテーリング選手権大会2022 

（Junior World Ski Orienteering Championships 2022） 

主催 :国際オリエンテーリング連盟（International Orienteering Federation） 

期間 :2022年3月15日-3月19日 

場所: :フィンランド・ケミ 

参加国 :13 （オーストリア、チェコ、エストニア、フィンランド、ドイツ、イタリア、日本、カザフスタン、ラトビア、リトアニア、ノルウェー 

スウェーデン、スイス） 

大会ホームページ :https://wsoc2022.com/ 

 

日程と種目（ジュニア世界選手権） 

3 月 15 日（火） 開会式、スプリント（男子・女子）（個人戦） 

3 月 16 日（水） ミドル（男子・女子）（個人戦） 

3 月 18 日（金） ロング（男子・女子）（個人戦） 

3 月 19 日（土） リレー（男女別国別対抗）、閉会式 

 

 

 

 

 

 



種目の説明 
スキーオリエンテーリングは決められた距離を滑るのではなく、優勝設定タイムを想定して距離が決められます。 

スプリント 優勝設定タイム 12分、時差スタート 

パシュート（世界選手権） 優勝設定タイム60分、時差スタート 

ミドル（ジュニア） 優勝設定タイム30分、時差スタート 

ミドル（世界選手権） 優勝設定タイム40分、一斉スタート 

ロング（ジュニア） 優勝設定タイム70分、一斉スタート 

スプリントリレー（世界選手権） 優勝設定タイム6～8 分/走順毎 

2名1組のチーム戦。女子が最低1名含まれ1走、3走、5走を担当する。 

もう1名は2走、4走、6走となる。1走は全チーム一斉にスタートする。 

リレー（ジュニア） 優勝設定タイム32分/走順毎。 

3名1組のチーム戦。1走は全チーム一斉にスタートする。 

 

 

 
スキーオリエンテーリング競技のようす。 

背後に見えるフラッグが、必ず通過しなくてはならないコントロールを示している。 

  



世界選手権日本代表選手プロフィール 
女子 

氏名 佐野 響 (さの ひびき) 

生年月日 1997 年 7 月 26 日 

所属 筑波大学大学院 

出身高校 中央大学附属高等学校（東京都小金井市） 

出身地 東京都荒川区 

抱負 世界大学選手権後フィンランドでトレーニングを積み、スキーO 技術の向

上を感じてます。学生最後の世界選手権大会、実力を出し切りたい。  
 

男子 

氏名 石原 湧樹 （いしはら ゆうき） 

生年月日 1997 年 2 月 7 日 

所属 アークコミュニケーションズスキーチーム 

出身高校 北海道旭川東高等学校（北海道旭川市） 

出身地 北海道紋別郡遠軽町 

抱負 2 ヶ月に及ぶ欧州遠征で着実に実力を向上させてきました。攻めのレー

スをして力を遺憾なく発揮し、入賞を目指します。  
 

氏名 清水 嘉人（しみず よしと） 

生年月日 2000 年 3 月 9 日 

所属 北海道大学 

出身高校 神奈川県立湘南高等学校（神奈川県藤沢市） 

出身地 神奈川県藤沢市 

抱負 一つでも順位を上げられるよう、全力で挑みます。日本チームへの応援、

よろしくお願いいたします。  
 

氏名 青木 雅実（あおき まさみ） 

生年月日 1995 年 8 月 16 日 

所属 大阪大学 

出身高校 東海高等学校（愛知県名古屋市） 

出身地 愛知県岩倉市 

抱負 世界のトップ選手たちと戦う機会を光栄に、そしてとても楽しみに思いま

す。全力で挑んできます。  

 

  



ジュニア世界選手権日本代表選手プロフィール 
男子 

氏名 寺嶋 謙一郎 (てらしま けんいちろう) 

生年月日 2004 年 1 月 19 日 

所属 豊島学院高校 

出身高校 豊島学院高等学校（東京都豊島区） 

出身地 東京都江戸川区 

抱負 スキーO の国際大会に出場するのは今回が初めてですが、フット O で得

たナビゲーション力を生かして 20 位以内を目指して頑張ります!  
 

日本代表選手としてではありませんが、同時開催されるヨーロッパスキーオリエンテーリング選手権大会にオープン参加 

男子 

氏名 高島 怜也 (たかしま れいや) 

生年月日 2005 年 7 月 25 日 

所属 アークコミュニケーションズスキーチーム 

高校 つくば開成国際高等学校柏分校（千葉県柏市） 

出身地 茨城県つくば市 

抱負 スキーＯの本場フィンランドで世界の大会をしっかり学んで来て、今後の

国内大会等の開催・運営に活かせるようにします。  
日本代表選手団と一緒に行動します 

 

以上 


